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1 冷凍炒飯及びその製造方法 日本酸素株式会社 35 冷凍炒め飯の製造法 株式会社ニチレイ

2 調味油の製造方法 サンヨー食品株式会社 36
焼きおにぎり状茶漬け及びその製造方
法

有限会社河久

3
乳化型炊飯改良剤およびそれを用い
た保存用米飯

株式会社中埜酢店 37 米加工食品及びその製造方法 有限会社松屋商店

4 ライス成形品 ヤマサ醤油株式会社 38 削り節含有炊飯用液体調味料
株式会社ミツカングループ
本社

5
調理米飯の炊飯方法及びバラ状凍結
調理米飯の製造方法並びにバラ状凍
結調理米飯

日本酸素株式会社 39 和風味付けご飯用乳化状調味料
株式会社ミツカングループ
本社

6 冷凍調理済み米飯類 塩野香料株式会社 40 炒めご飯用乳化状調味料
株式会社ミツカングループ
本社

7 魚の炊込みご飯用調理処理物 株式会社大水 41
赤シソ液で着色された梅干と白色小魚
とを含有する混ぜご飯の素

三島食品株式会社

8
寿司飯用炊飯調味液、それを使用した
寿司飯、及び寿司飯の製造方法

株式会社ミツカングループ
本社

42 カレー風味液状調味組成物 ヤマサ醤油株式会社

9 炊飯用または調理用ＤＨＡカプセル 株式会社ベルリッチ 43 即席粥の素及びその製造方法 今野　兵蔵

10
長期保存可能な米飯の製造方法及び
包装米飯

日本酸素株式会社 44 即席調味米飯の製造方法 今野　兵蔵

11 米飯類の製造法 江崎グリコ株式会社 45
味付け飯、その味付け飯の製造方法
及び味付け飯の素

伊那食品工業株式会社

12
γ－アミノ酪酸富化米およびその加工
食品

株式会社　エムアンドエム 46
混合固形具材の製造法及びそれを含
む食品

江崎グリコ株式会社

13 加工米飯 アルファー食品株式会社 47 炊飯前添加用液状調味料
株式会社ミツカングループ
本社

14 米飯食品の製造方法 株式会社加ト吉 48 炒め物用調味料及びその製造方法 ハウス食品株式会社

15
煮凝り状調味料を用いた調理済み食
品

山崎製パン株式会社 49 容器入り混ぜご飯の素 ハウス食品株式会社

16
品質保持性に優れたチルド米飯の製
造法およびその応用

三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

50
調理飯用液状調味料及びそれを用い
た調理飯の製造方法

カネボウ株式会社

17
品質保持性に優れた常温米飯の製造
法およびその応用

三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

51
炊き込み御飯の調理方法、及び炊き
込み御飯用乾燥味付け材

株式会社ハーツ

18
品質保持性に優れた冷凍米飯の製造
法およびその応用

三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

52
ソフトカプセル化した食用液状油組成
物

丸善製薬株式会社

19 調理冷凍食品及びその製造方法 株式会社富士食品 53 米飯料理の調理方法
株式会社わくわくコーポ
レーション

20 電子レンジ加熱調理用包装食品セット 日清ハム株式会社 54 食品の旨味増強剤 藤沢薬品工業株式会社

21 炊き込み御飯類の加工方法 いつみ家有限会社 55
調味液付き冷凍食品およびその製造
方法

日清食品株式会社

22 米飯成型用離型剤 奥本製粉株式会社 56
米飯用食味改質剤及び米飯の製造方
法

太陽化学株式会社

23
品質の優れた炊飯米の製造方法及び
炊飯改良剤

株式会社ミツカングループ
本社

57 個食トレー入り食品及びその製造方法 株式会社加ト吉

24 容器入り調理用加工米 キユーピー株式会社 58 加工米飯の製造方法及び加工米飯 株式会社コメック

25
米飯用品質改良剤製剤、及びそれを
用いた米飯類の製造方法

鳥越製粉株式会社 59 すし飯 有限会社食養の杜とやま

26 調理済み再加熱還元食品 株式会社協同 60 果肉入り果汁を用いた炊き込み御飯 尾崎　ゆき乃

27 キノコおこわの製造方法 伊東水産食品株式会社 61 乳酸菌含有炊飯用組成物 武田食品工業株式会社

28 米飯類の製造方法 味の素株式会社 62
常温流通の可能なレトルト炊き込み御
飯とその製造方法

株式会社ニチロ

29 卵被覆米飯状物及びそのフライ 小松　鋭志 63 パウチ入り雑炊用レトルト加工米 キユーピー株式会社

30 混ぜおこわの製造方法 伊東水産食品株式会社 64 串付おにぎり及びその製造方法 谷川　壽

31 発芽活性を有する炊き込みご飯の素 小谷　和弘 65
炊飯添加用調味液及びそれを用いた
炊飯方法

丸善食品工業株式会社

32
ライス生地製造方法及び、冷凍ライス
生地製造方法

マルアキフーズ株式会社 66
焼目付き調理済み若しくは焼目付き調
理用半調理済み冷凍加工穀類及びそ
の製造方法

株式会社富士食品

33
海洋深層水を利用した炊き込みご飯
の素

小谷　和弘 67
Ｗ／Ｏ型調味オイル及びそれを用いた
希釈スープ

カネボウ株式会社

34
加熱凝固した熱凝固性タンパク質で
コーティングされた冷凍米飯およびそ
の製造方法

森永製菓株式会社 以下１１点省略
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